米国税務
QI/FATCA 関連情報
新規法人口座について半年間の猶予措置を含む
Notice 2014-33 を公表
アメリカ
2014 年 5 月 7 日

2014 年 5 月 2 日（米国時間）、米国財務省および内

ループの中で、登録が必要な FFI を特定し、登録を

国歳入庁（Internal Revenue Services：以下「IRS」）

促す誠意ある対応などが考慮の対象となる。

は、Notice 2014-33 を公表し、2014 年および 2015
年を FATCA（Foreign Account Tax Compliance
Act ： 外 国 口 座 税 務 コ ン プ ラ イ ア ン ス 法 ： 以 下
「FATCA」）導入の移行期間と位置付け、FATCA 導
入のために誠意ある対応をしている場合には、仮に
問題があったとしても、その誠意ある対応を考慮す
る経過措置を表明した。また、2014 年 12 月 31 日ま
でに開設される法人口座を既存口座として取り扱う
ことを可能とするなど、いくつかの規則を修正するこ
とを表明した。

1. 2014 年・2015 年を FATCA 導入の移行期
間とする
財務省および IRS は、2014 年および 2015 年を
FATCA 導入のための移行期間と位置付け、源泉徴
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収義務者、参加 FFI 、みなし遵守 FFI、直接報告
NFFE2、スポンサー事業体、スポンサー付 FFI、ス
ポンサー付直接報告 NFFE が、FATCA を遵守する
ために誠意ある行動を取っている場合には、厳重な

一方、FATCA を軽視し、FATCA に準拠するための
誠意ある対応が行われていない場合には、移行期
間中であっても、源泉徴収の履行、不遵守金融機
関としての公表など、IRS は厳格な執行を行う。
FATCA の影響を受けていない米国税法上のその
他の規則については、移行期間の対象とはならな
い。

2. 2014 年 12 月 31 日までに開設される法人
口座の既存口座としての取り扱い
米国財務省および IRS は、2014 年 7 月～12 月の
間に事業体により発行される債務または開設される
口座については、既存債務または口座と見なすこと
を可能とするよう、財務省規則を修正する。これによ
り、複雑でわかりづらいとされている法人口座につ
いては、新規口座の本人確認プロセス構築に半年
間の猶予が与えられることとなる。ただし、2014 年 7
月～12 月の間に開設される法人口座については、

処置の対象とはしないとしている。例えば、口座所

25 万ドルの閾値は適用できない。

有 者 の FATCA ス テ ー タ ス を 特 定 す る た め に 、

なお、個人口座については、本人確認手続きが比

FATCA のルールに沿った本人確認手続きのプロセ

較的明確なことから、同様の半年間の猶予は与えら

スを構築するための合理的な努力、参加 FFI、登録

れない。また、報告期限、既存口座の本人確認手

みなし遵守 FFI、または制限 FFI が、拡大関連者グ

続完了期限については、変更がないことにも留意さ
れたい。

1 FFI=Foreign Financial Institution（外国金融機関）
2 NFFE=Non-Financial Foreign Entity（その他の外国事

米国財務省は、モデル 1、2 のいずれの協定の付属

業体）
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書 I についても、この Notice に沿った形で、修正を
行う。従い、日本の金融機関も適用が可能となる。

3. 内国歳入法第 3 章の認識基準の修正

個人に銀行サービスを提供することを求める現地法、
または同じ管轄地域にある他の FFI からの資金を
確保するという FFI の業務上のニーズの障害になる
との複数のコメントが提出された。

本年 2 月 20 日に公表された第 3 章調整ルールに
おいて、金融機関が直接口座保有者について本人

これらのコメントに対応するため、財務省および IRS

確認を実施し、非米国人と認識している場合でも、

は、財務省規則を修正し、制限 FFI または制限支店

現在有効な電話番号が米国の電話番号のみである

が、当該管轄地域の居住者である米国人および不

場合、および出生地が米国である場合には、内国

参加 FFI に対して口座を開設することを認めるもの

歳入法第 4 章の FATCA ルールと平仄を合わせ、こ

とする。ただし、当該管轄地域の非居住者である米

れらを米国人示唆情報とする認識基準を定め、追

国人、および当該管轄地域で設立されていない不

加の確認を必要としている。第 3 章の暫定規則では、

参加 FFI への口座は開設せず、かつ、拡大関連者

経過措置として、2014 年 7 月 1 日より前に本人確

グループの他の FFI が FATCA の義務を回避するた

認が行われている口座については、状況の変化が

めに、当該 FFI を利用しないことを条件とする。

ない限り、上記の新しい認識基準は適用しないとし
ている。
財務省規則§1.1441-1（e)（4)（ii）（A）では、2013

一定の管轄地域においては、そこで設立または組
成された事業体に対し、FATCA 上の登録を行うこと
を禁じている。財務省および IRS は、財務省規則を

年末で有効期限切れとなる本人確認書類について、

修正し、FFI が各管轄地域の規則により、制限 FFI

2014 年末まで期限を延長することを定めている。こ

として登録することを禁じられている場合には、当該

の規定により、源泉徴収義務者は、2014 年末まで

FFI の拡大関連者グループメンバーの 1 つがリード

に、大量の本人確認書類の取り直しが必要となり、

FFI として登録する際に、登録情報の Part 2 におい

その際、米国の電話番号、出生地の確認が新たに

て当該 FFI の情報を入力することにより、他のメン

必要となることが懸念されていた。

バーの参加 FFI または登録みなし FFI としての

本 Notice では、2014 年 7 月 1 日より前に本人確認

登録することが出来ない場合には、名称のかわりに

書類により、確認が実施された直接口座保有者に

Limited FFI と登録情報の Part 2 に入力する。

FATCA ステータスを有効とする。当該 FFI の名称を

ついては、財務省規則§1.1441-1（e)（4)（ii)（A)の
規定に準拠するために本人確認書類の取り直しが

なお、Part 2 のみに情報入力されている制限 FFI で

必要となる場合に限定の上、米国の電話番号、出

あっても、制限 FFI としての条件を満たすことが求め

生地を米国人示唆情報と見なす認識基準は適用し

られる。何らかの事由で条件を満たすことが不可能

ないことを公表した。ただし、状況の変化など、その

となった場合、リード FFI は当該制限 FFI の情報を

他の理由で、米国の電話番号、出生地が米国であ

Part 2 から削除し、制限 FFI ではなくなった日および

ることを知った場合には、認識基準を適用し、確認

事由を記録として保管しておく必要がある。

が必要となる。

おわりに

4. 制限 FFI、制限支店

今回の公表では、法人新規口座の本人確認につい

拡大関連者グループのメンバーが、参加 FFI または

て、半年間の猶予が与えられることになったことが

登録みなし遵守 FFI のステータスを維持するために

特に注目される。これは、選択性であり、すでに法

は、拡大関連者グループの全ての FFI となるメン

人新規口座の本人確認プロセスを構築をおおむね

バーが、参加 FFI、みなし遵守 FFI、免除受益者、ま

完了し、7 月 1 日のリリースの準備を進めている金

たは制限 FFI のいずれかの FATCA ステータスであ

融機関にとっては、悩ましい選択となろう。

ることが求められている。

また、2014 年および 2015 年は移行期間として、誠

制限 FFI または制限支店となるためには、報告対象

意ある対応が求められており、特に、登録みなし遵

となる米国人または不参加 FFI の口座を開設しない

守 FFI を選択し、登録だけ行っておけばよいというよ

ことが条件となっている。この条件が、居住者である

うな対応は、誠意のある対応とはいえず、後々問題
となる可能性があるので留意されたい。
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Any tax advice included in this written or electronic communication was not intended or written to be
used, and it cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be
imposed by any governmental taxing authority or agency.

過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。
www.tohmatsu.com/tax/nl/us

問い合わせ
米国税務および QI/FATCA に関するお問い合わせは、下記の担当者までご連絡ください。
税理士法人トーマツ 東京事務所 US デスク
エグゼクティブ オフィサー

生田 ひろみ

hiromi.ikuta@tohmatsu.co.jp

パートナー

前田 幸作

kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp

シニアマネジャー

岡 映

akira.oka@tohmatsu.co.jp

マネジャー

秋葉 奈緒子

naoko.akiba@tohmatsu.co.jp

所在地

〒100-8305 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 新東京ビル 5 階

TEL

03-6213-3800（代）

URL

www.tohmatsu.com/tax
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